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日本国憲法第１３法に基いて

・自己決定権推進法
理由→班全員が自己決定権について賛成したため、自己決定権を認め「自己決定権

推進法」という条件付きの憲法を考えた。

第1条 【目的】
この法律は自己決定権を基にし患者の意見や意思を尊重することを定義とする。
自己決定権推進法を定めることにより、患者や家族等の心身負担を低減させること。また、患者の人権を保護す
ることが目的である。
第2条 【権利・責任】
安楽死を行うにあたり、本人とその家族の承諾を求め、責任は医者、親がとることを定義とする。
第3条 【国や自治体からの援助・罰則】
国や自治体は安楽死・尊厳死を望む人のために施設を建てる際のお金を保証する。
また、承認がないまま安楽死させた場合は医者に1000万円以上の罰金、または懲役5年以上の罰則が与えられる。
最悪の場合、これらの両方が課せられる。

ある要件のもとに行われた行為が安楽死であるか、そして実行に関わった人物は免責
すべきかどうか、という点があるがこれまでにその要件すべてを充たした例はない。
そのため日本では安楽死や尊厳死が認められていない。

~資料~
死について考えている人の割合

安楽死に賛成か反対か(アンケート対象者・看護師

参考資料
・看護roo！ 読売新聞 ・東洋経済オンライン
https://www.kango-roo.com/yn/details/505/
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守られる患者の人権

人間としての尊厳が守られる権利

人間としての尊厳が保たれるように、人道的で最新の苦痛緩和や終末期ケアを受けることができます。

• 尊厳およびプライバシーは医療や医学教育の場において常に尊重されねばならない。

• 患者は最新の医学知識の下でその苦痛から救済される権利を有する。

• できる限り尊厳と安寧を保ちつつ死を迎えるためにあらゆる可能な支援を受ける権利を有する。

生命の尊重と人間の尊厳は無制限のものではない。①安楽死を求める権利においては、人格的利

益の保護と生命の尊重が、②尊厳死を求める権利においては、人格的利益の保護と尊厳ある

人権は、人種や民族、性別を超えて、誰にでも認められる基本的な権利であり、私たちが幸せに生きるた
めのものです。
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「消極的安楽死」

持続的な植物状態の患者に対して、死苦をいたずらに長引かせない目的から、
積極的な延命治療を行わずに死期を早めさせること。

「積極的安楽死」

これは、肉体的苦痛を除去する目的で、作為による直接的な生命の短縮が行わ
れる場合を指す。つまり、生命を積極的に絶つことによって、死苦を終わらせ
る場合がこれにあたる。

「間接的安楽死」

これは、肉体的苦痛の緩和を目的とした処置を行うことによって、直接的に意
図していない副次的結果として生命短縮がもたらされる場合を指す。癌の末期
状態である患者の苦痛を除去あるいは緩和する目的

「純粋安楽死」

これは、肉体的苦痛の緩和を目的とするが、生命の短縮を伴わない場合を指す。
たとえば、肉体的苦痛の緩和のために、生命短縮を伴わない麻酔薬を投与する
場合などがこれにあたる。

安楽死の種類
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権利と責任
• 権利

• 年齢は問わない。（未成年のみ親の承認が必要です）

• 本人と家族（未成年）の承認は書類を通して行う。

• 書類が出されてから３か月は毎日カウンセリングをし、

その後気持ちが変わらなければ、再び書類を提出してもらう。

• 責任

• 書類を出さずに安楽死を行った場合や３か月間のカウンセリング
期間を行わなかった又は途中で中断して、安楽死を行った場合は、
医者が責任を取る。
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【安楽死が認められる条件】

・医師やカウンセラーの診断を受け、回復の見
込みのない肉体的・精神的苦痛があるために、
本人が生きることに耐えがたい苦痛を感じてい
ると認められること。

・上記のような十分な理由があり、本人の自由
意志があると判断された場合、自分の意志で死
ぬことを証明できる記録(文章など)を作成するこ
と。
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模擬委員会のふり返り 
３年   組   番 氏名                     

 模擬委員会の前後で記入してもらったアンケートをもとに、授業の成果や有益性、課題を検証しました。皆さんも内容をよく読んで、一緒に考えてみてください。検証対象（数値の部分）は２回ともアンケートに協力して

くれた計３１名です。１回しかアンケートに答えていない人の数値は除いてありますが、寄せられた意見に関しては、どちらか片方のみのアンケートを答えた人の分も掲載しています。 

１．政治に興味があるか（４段階評価）（１＝まったく興味がない／４＝とても興味がある）←１～４の数値で選択してもらうアンケートです。 

 模擬委員会を始める前 模擬委員会を終えた後 

数値 

（最大４） 2.29 3.00 
意見・理由 ・興味はないけど、政治は私達の生活に関わる事なので 3 にしました。 

・今、総裁選挙が行われていて、ニュースをよく見るので興味が少しあるから。 

・結局決めるのは偉い人だし、自分が思っている意見と似たような意見を持っている人がいるはずだか

ら。 

・自分が興味を持ったところで、変化があるわけじゃないから。 

・安倍政権の話し合が面白かったからです。(犬のドックフードを食べるか・食べないかみたいな) 

・自分が生活するにあたって様々なルールがあり、それをどのように決めているのか、だれが決めてい

るのか、など気になるから。 

・用語がたくさんあって難しいから。 

・よくわからないし、難しいから。 

・政治の話が複雑すぎるから。 

・政治の意味が分からない。 

・大人がやるものだと思っていたから。 

・ニュースで会議を見たり最近では、総裁選で話題になっているから、家族でたまに話したりする。 

・難しそう、国会で怒鳴っているイメージが強い。 

・難しそうだし退屈そう。 

・どうでもよいから。 

・選挙もまだいけないし身近なものではないから。 

・興味がないから。 

・とくにない。 

・単純に政治の話が好きだから。 

・政治をあまり知らないから。 

・あまり関わりがあるように思えない。 

・自分は難しいことが好きではないのであまり興味がない。 

・テレビで政治について報道されている内容があまり理解できないから。 

・国や私たちに関係することなので、ある程度は興味を持っといたほうがいいと思うから。 

・政治なんてどうでもいいと思うから。 

・これまで政治に関わる機会がなかったから。 

・政治についてあまり知らない。 

・あまりピンと来てない。 

・今自分が住んでいる国に関わることだから。 

・調べる機会などがなかったため、何も知らないからです。 

・授業前までは全然政治に興味がなかったけど、法律を制定する難しさや終わったときの達成感から、 

こんなに与党と野党が苦労をして法律を制定している事を知ることができたので、これからは政治

関連のニュースも見てみたいと思う。 

・政治難しそうだから。 

・国会の仕組みや法律の決め方を知って面白かったし、１つのことについて話し合うだけでこんなにも

時間がかかったから、これを毎日やってる政治家はすごいと思ったから。 

・自分たちが生活しているうえで、少しは政治についてきょうみをもつべきだと思った。 

・模擬委員会を終えて、興味がわいた。 

・苦手な国会議員もいるけど、無責任な言葉を言わない国会議員をみていて、いいなっと思えたから。 

・自分たちが生活する上でのルールなどを話し合っていると思うと、まるで専門委員会みたいだから面

白いなと思います。政治は自分に関わりがあるからこそ興味が持てます。 

・自分たちがよりよい生活にするためにはまず政治に興味を持つことが大事だと思ったから。 

・難しいから。 

・政治は話が難しいから、理解しがたいなと思いました。 

・興味がないから。 

・興味はでてこなかった。 

・自分たちがしたのは政治のほんの一部だが、それでも難しかったのでついていけなくなった。 

・政治は私たちの一番身近にあるべきものだということがわかったし、自分たちで一人一人が意見を 

もって政治に参加していかないと、一人一人にとって、よりよい社会になっていかないということも

わかったから。 

・自分に関係のないことがないと思うから。 

・政治って、いろんな人の意見、思考のスイパラじゃないですか。そうゆうのが大好きなので大好きで

す（？）。 

・触れたり知識を得たことにより前よりはそれなりに興味が出た。 

 →知識えたことによってニュースみてもちんぷんかんぷんだったのが何となくわかるようになって

見やすい。 

・政治は難しそう。 

・日本に必要なことなどを考えて決定していけるから。 

・きつい。 

・前から興味はあった。 

・政治に興味を持つことは自分の生活に興味を持つことと同義だと思ってるから。 

・自分に関係ないと思っていたことは、国がつくられていくうえで重要なことですべての人に関係して



  

・自分は国を動かそうと思わないから。 

・難しくて理解できない。 

・政治が自分たちの生活にかかわっている部分もあると思うから興味はあるが、とてもというわけでは

ない。 

・まだ選挙権がないのもあるけどテレビを最近見ていなくて政治について全然わからないから。 

・とても興味があるというわけではないけれど、まあまあ興味があるから。自分に関係あることである

とは思っているから。 

いると知ることができたから。 

・授業をしたことによっていつも気にしていない政治のニュースを気にするようになった。 

・家族に政治とは何かということを聞くようになった。 

・ニュースで野党、与党などのキーワードが出ると反応するようになった。 

・日本には解決できていない問題がたくさんあるから。 

・なんとなく。 

・法律はとても難しいものなんだなと思った。 

・もっとしりたいと思えた。 

・政治はやっぱり難しいので、少ししか興味がわきませんでした。 

・朝、お父さんと政治について話し深めることが出来ました！ 

・公民を実際にやってみることで、大人が話していた内容が前よりわかるようになっており、持つこと

ができました！ 

・政治家の発案する法律を見てみたいと思ったから。 

・国会に対しての意識が変わり、現在国には様々な課題があることが分かったから。 

・選挙には参加しないとなと思うけど政治について興味はそんなにない。 

・自分がやってみようとは思わなかった。 

・今回の学習から日本の政治について自分たちで調べ、考え、話し合うことで政治についてより理解が

深まり、興味を持つようになった。 

・もともとはなかったのですが、模擬委員会を通して、すごく興味がわきました。 

・もともとは興味があまりなかったけれど、今の日本には解決しなくてはいけない課題がたくさんある

と思ったし、これからの政治は若者も必要だと思ったからです。 

・自分で調べたりするのもいいなと思った。 

・政治の話などを聞いていると一個人的にどうでもいいことが多いから。 

・実際の委員会ではどのようなことを話しているのかが気になったから。 

・歴史（第二次世界大戦とか）を勉強した後だから、おぉってなって、なんか面白いなって思ったから。 

・今回の授業で法律のことなどを調べて少し興味がわいた。 

・与党と野党の大変さ、すごくよく分かりました！(政治家って大変だなぁ～) 

２．１８歳になったら選挙に行くか（４段階評価）（１＝まったく行く気はない／４＝必ず行きたい） 

 模擬委員会を始める前 模擬委員会を終えた後 

数値 

（最大４） 3.03 3.45 
意見・理由 ・やっぱり考え方がおかしい人とか、国民に差が出るような事をする人を高い位置におきたくないの

で、極力抵抗はしておきたいし、自分の 1 票でいい人が高い位置にたってくれるかもしれないから。 

・色々知っておかないといけないとは思うし、国会は重要だと思うけど正直あんまり興味がないから。 

・正直めんどくさいけど、行った方が、国民って感じがするから。 

・まず、選挙というものを体験してみたいのと、せっかく年齢が引き下がったのだから、若い世代の意

見を取り入れたらどうなるのかが気になったからです。 

・国のことに国民が意欲的に関わることは必要不可欠で、自分の票はたった一票に過ぎないけど、その

一票でなにか変わるかもしれないから。 

・政治についてあまりよくわからないから。 

・行ったほうがいいと言っていたから。 

・少しでも力になりたいし、自分の 1 票でもしかしたら結果が変わる可能性があるので、選挙に参加 

したいと思う。 

・行かなきゃいけなくなるから。 

・私たちはただ生活しているだけでも国に関わっている一員だと感じたので、それを仕切る人を自分で

ちゃんと選ぶことが義務だと思ったから。 

・自分は無関係ではないことが、はっきりとわかったから。 

・「選挙で投票しないことは、一番人気の人に投票したことと同じだ」。という意味が身をもって体感で

きたから。 

・選挙の結果によっては自分の生活が変わってしまうかもしれないから真剣に取り組まなければいけ

ないと思うからです。 



  

・自分の未来は自分で決めたい。 

・分かりません。 

・基本的にはいくと思う。 

・自分たちの生活や環境を決めるのは自分自身だと思うから。 

・自分が選挙に行かずに、自分が不利になるようなことは嫌だから。 

・多分何が何だか分かんない。 

・行こうかなと思っていても多分行くの忘れてる。 

・パパに行けって言われたから。 

・一票足りなかっただけでも国として変わる可能性があって、そうなったらそれで落選した人がすごく

かわいそうだし、自分としてもむずむずするから。 

・外が暑いから。 

・とくにない。 

・行かないと政治に口出しする権利がないと思うから（行かなかったのに政治に対して文句を言うのは

おかしいと思うから）。 

・選挙は大事だから。 

・余程悪くなければ誰でも良いから。 

・少し興味がある。 

・選挙にはいったほうが良い気がするから。 

・この単元で習ったことを生かすために、自分の 1 票がこの国をよりよくするためだと思って選挙に

行きたい。 

・その時の気分次第。 

・自分の意見に似ている立候補者を推薦したいから。 

・行った方がいいかもしれないから。 

・自分たちの国だから自分の意見とかとしていこうと思った。 

・未来の日本に役立てたいから。 

・興味がないからです。 

・行ったほうがいいと思ったから。 

・選挙に行けば自分の意見に近い人を選べるから。 

・選挙権があるから自分の意見を出せるから投票したほうがいいと思うけどその時になっていきなり

政治について調べても遅いと思うから、その前に政治について関心を持てたら行きたいと思う。 

・行かないで不満を言うのはおかしいと思うから。 

・自分の意志で票をいれてみたいから。 

・大変さが分かったから。 

・自分たちでしっかりと決めないと私たちの将来になにが起こるかわからないから。 

・できれば行きたくない。 

・いけない理由がなければ行く。 

・中学社会という教科を通していこうと思えてきたから。 

・本当は、みんな一人ずつ意見を述べていくのが理想なんだろうけど、人口が多すぎてそれは現実的に

むりだけから、国の代表者である、国会議員などに投票することが自分たちの意見を政治に反映させ

る方法だから。 

・自分の知らないとこで悪いほうに進んでいるのは無理 

・自分が国の裏側みたいでかっこいいからです。 

・支持する党とかないから多分分からない 

・大切なころだし選挙権が与えられてるから行ったほうがいいよなっていう気持ちはある。 

・みんなが行けばみんなが望む日本になるかもだから 

・自分の気持ちを一票分のみですが伝えてできる限り自分の思う政治になってほしいから。選挙に行か

なくて何かが勝手に決まっていったらいやだから。 

・辛さを知った。 

・とくにない。 

・選挙に行かないと政治に口出しできないと思ってるから。 

・毎回選挙に行くかはわからないけれど、その体験を通して考えが変わるかもしれないから。 

・選挙にも行かずに文句を言うだけの大人にはなりたくないから。 

・少しでも今よりもいいと自分が思えるような社会になってほしいから。 

・政治について無関心な大人にはなりたくないから。 

・なんとなく。 

・国民の意見がとても大切ということが分かったから。 

・国民が国家に対して自分の意志を示すことがいかに大切なことなのかわかったから。 

・憲法や法律の役割や種類が分かったので、その経験を実践してみたいからです。 

・行けるか分からないけど、できるだけ行ってみたいと思うから。 

・自分の意志と沿った政治家を推薦したいから。 

・少しでも良い国になればいいかなと思った。 

・多分行くと思う。 

・未来の日本のために、今の自分の生きている社会のために選挙に行きたい。 

・もっと日本の政治や経済に関わりたい。 

・自分の一票なんて関係ないやって思ってる人がほとんどだと思うんですけどその人の一票で差が出

るかもしれないから、是非とも行きたいです。 

・「5」の理由でも言ったけれど、これからの政治は若者も必要だと思ったので、1 人の若者として選挙

に行ってみたいと思ったからです。 

・行けるなら行こうかなと思った。 

・外に行くのめんどい。 

・国民の意見で、国の代表者が決まるから。 

・自分の意見が反映されるかわからなくても、思っていることを投票という形で表すのが大事だと思っ

たから。 

・良い政治をしてほしいし、日本はやばいから改善してほしいから。 



  

・今回の授業で民主主義について理解して国民が関心を持たなければ意味がないし国民に不利だと思

うので、選挙権を得たらぜひ選挙に行きたい。 

・自分の意見を入れたら何かしらの意味があると思うから(反対する人が多かったらまた何か変わって

くれると思うから) 

３．国会の役割を理解しているか（４段階評価）（１＝まったく理解していない／４＝とても理解している） 

 模擬委員会を始める前 模擬委員会を終えた後 

数値 

（最大４） 2.12 3.32 

４．模擬委員会の授業は役に立つ授業だったか（４段階評価）（１＝そう思わない／４＝とても思う） 

 模擬委員会を始める前 模擬委員会を終えた後 

数値 

（最大４）  3.48 

５．活動型の授業は好きか（４段階評価）（１＝とても嫌い／４＝とても好き） 

 模擬委員会を始める前 模擬委員会を終えた後 

数値 

（最大４）  3.29 

６．模擬委員会への改善点（模擬委員会終了後） 

・緊急事態宣言も明けたので、班だけでなく意見が同じ人とグループを作ってやってみたい。 

・面白い話し合いの課題と、話し合うべき課題はきっと違うから、100 パーセント与党が負けてしまうような、話し合いよりかは、もう少し、みんなが混乱する課題のほうが、みんなが話し合えたかなと思うこともあり

ます。 

・ないです！たくさん考えることができて、学級会のようで楽しかったです！ 

・全員しゃべれるようにする。 

・同じ人しか発言しないようすること。 

・もっと時間が欲しかった(議論の)。 

・次は自由に法律を作りたいです。 

・班の格差 

・今回は時間もなくカメラが来るということでもちろん理解はしていますが、各班パワポを頑張って作って準備はしていたので全部の班の準備してきたことについて話し合いをしたかったという気持ちはあります。 

・完ぺきだった。 

・もう少し資料を練る時間が欲しいと思った。 

・特に与党の人たち質問攻めになるから。 

・(与党大変そうでちょっと可哀そうだった) 

・特にないけれど、タブレットを活用した。 

・匿名での授業でも意見が沢山出ると思った。 

・なんとなく。 

・みんなで話し合って資料を作る時間がもう少し欲しかった。 

・時間配分！結構短い間で資料調べ、パワーポイント制作などとても大変でした！ 



  

・最初目標が中々決まらなかったこと。（準備が中々進まない） 

・パワーポイントでの政策でしたが、1 枚だったので資料に特化した S プリを使ったらもう少しスムーズにできたんじゃないかと思いました。 

・もう少し時間をください……。(´;ω;｀) 

・質問する人側も資料を見せながら発言してほしい。 

・３対１ではなく、次は２対２でやってみたい。 

・話せてなかった人がいたり、もっと話したかったという人がいたので時間が足りなかったのかなと思います。 

・与党が、その場で出された質問に答えるのは難しいのはよくわかっているのですが、結局最後まで回答していないものがあったので、何かしら回答するほうがいいのではと思いました。 

・授業時間がもっとほしい。（深夜までやるのは一生懸命ですごいなって思うけど、残業的な……勉強ならまだしも、資料作りだしっていう……） 

・生活班ではなく活動型授業用の班を作ってほしい。 

・人によってやってくれる人とやってくれない人がいたこと。(仕事量が不平等) 

・与党が野党の質問を見に来られると、回答の対策をされて討論が進まない。 

・(○○から納得のいく回答が欲しかったな……) 

７．模擬委員会への感想（模擬委員会終了後） 

・自分達で何かを作って発表する完全オリジナルな班活動もいいけど、こういう実際に国がやってる事を体験すると授業や国の仕組み(？)が頭に入りやすいし将来役に立つなと思ったので、次班活動を行う時は、今回の

ような活動をしたい。 

・いろんな意見があってすごかった。 

・タブレット作成が追い付かず、苦労しましたが話し合いで与党を担当出来たことで、法律を作る大変さや政治家が何を考えて国会で話し合っているのかなどを少し理解出来た気がしたので良かったです。 

・楽しかったです。 

・普段話さない子と、話せてよかったです。考え方が違うのは、独裁政治や、言論の自由が禁止されていたら、きっとこの授業も成立できていなかったと思うので、日本に生まれてよかったと思いました。 

・班でグループを作るのではなく、やりたい課題で集まった人でグループを組んで少しバランスを整えたほうがやりやすい人もいるかもしれません。（？） 

・こうゆうクラスで話し合う授業はたくさん考えることができて楽しいです！！！！ 

・コストとか計算したり積極的に参加できてよかった。 

・コロナでこういう授業がなかったから意外と楽しかった 

・たまたま与党になってしまったけど、一つの案に対して何時間も、何時間も意見を出し合って考えるのはとても苦痛で大変でした。それを常日頃行っている国会の人たちはさすがだなと思いました。 

・○○さんと○○さんが頑張ってた。私はなにもできなかった。 

・楽しかった。 

・全員意見がいえたわけではないがみんな積極的に意見を述べ、与党が正論いわれて何もいえなくなってなっているさまが面白かった。 

・本当に面白い授業でした。国会議員はこんな感じで法律作ったりしているんだということを体験できました。 

・いろんな視点からの指摘が聞けて、自分の考えも広くなったからよかった。 

・とっっっっても楽しかったです。 

・法律一つ決めるのにこんな大変だと思わなかったから国会の人たちもちゃんと仕事してるんだなと思った。大変ってことはそれほど大切なことだからその大切な法律を決める国会の人たちはちゃんと決めなきゃいけな

いことだと実感。そのために選挙権を与えられてるんだから普段からニュースをみて情報を取り入れてどの党、人になら未来を任せられるかを判断できて選挙に投票できるようにしたい。皆発言、質問して、それに答

えてちゃんと話し合ってすごいなと思った。思ったことはあったけどひよって発言できなかったから次こういう話し合う機会があったら発言しようと思う。 

・一から決めた法律でみんなで話し合えて楽しかった。批判した人はスマホは没収したくなってくる。 

・クラスとしてまとまってみんなで取り組めたことがうれしかったし楽しかったです。予定していた質問がほかの子に言われてしまいなかなか質問のチャンスがなかったので質問ができなかったことが悲しいです。 

・きつかった。 

・国会議員って大変なんだなぁ… 

・今まで殆ど関心の無かった政治分野だけれど、模擬委員会を通して色々なことについて知り、少しでも政治に興味を持って、取り組むことができたので良かった。 

・自分は与党だったのですが、野党の人たちは自分たちの資料を見てよく考えてから質問をするので、難しいものが多かった。なのでその場で言われた難しい日本語を理解するのが苦手な私には大変だった。 

・とても難しかったです。 

・政治に対して興味がわいた。 

・なんとなく。 



  

・自分たちで実際にしてみることで大変さや大切さが分かった。 

・自分たちで法律について詳しく調べたり考えたりすることが少しおもしろかったです。。 

・今回この班で、２回目の班対抗発表だったので前よりもスムーズに話し合ったり確認することが出来て良かったです。また、前回とは違い一枚のスライドに内容をぎしぎし詰め込んだため、フォントもみやすくかつ大

きすぎず、小さ過ぎずとバランスを考えるのも大変でした！ 

・自分と違う立場の人の意見や同じ立場だけど違う意見を知れたから面白かったです。 

・質問されて答えることでより理解を深めることができてよかったです。 

・質疑応答の時あまり対策してこなかったからプチパニックになりそうだった。 

・楽しかったまたやりたい。 

・班員で知らべて意見を伝えあえたことは楽しかったし、他の班からの質問にも自分から答えにいくことができたのでよかったなと思う。またやりたい。 

・こういう自分からすすんでやれる授業はほんとにためになりました。 

・とても実践的で、将来必ず役に立つと思いました。 

・授業で初めて手を挙げて発言したし良いと思った。 

・自分で調べてまとめたりしたから理解できた。 

・貴重な体験をさせていただきありがとうございました。 

・今まで、寝ていたり話しているだけでなんで高い給料もらっているんだろう、と国会議員に対して思っていたのですが今回の模擬委員会を通して、すごいなと思えるようになりました。ただ話しているだけでなく、事

前にいろいろ調査して、資料を集めて、理解されやすいような文章を作ってなど様々な努力をしているように思えて、今では少し尊敬しています。 

・今回の経験を今後生かしていけたらいいなと思っています。ありがとうございました。 

・当日は結構よかったんじゃないかなと思います。 

・与党をやってみて全く予想してない質問が来るのでむずかしかった。質問に答えるとき相手の立場に立って、どこを説明すれば納得してもらえるかということが出来たので良かった。 

・資料作るのにも質問するのにも頑張ったなぁ～って思います！ グループのメンバーを実力が同じになるように先生が決めたほうが多分かなり良くなると思いますよ～(うちの班なんか総裁も政調会長も私もやばいか

らね…) 

 


